■後期高齢者医療制度のお知らせ

■通知の活用について

■転出・転入した場合

■ 軽自動車税の手続きは３月 日までです
軽自動車税は、その車両

・医療費の推移が一目で分
かるため、ご自身の健康
の定置場所（車検証の「使

後期高齢者医療制度とは、 ※この
 通知は受診状況をお
状態の把握や健康管理に

に課税されますので、必ず

登録機関で「名義変更」
または「抹消」の手続き
行ってください。
■譲渡した場合
登録機関で「名義変更」の
手続きを行ってください。

■廃車・抹消した場合
登録機関で「抹消」の手
続きを行ってください。
問い合わせ／
市税務課資産税グループ

■こんな仕事をしています

い、冬囲い、除雪など

・管理分野

施設管理、駐車場の管理、

公園緑地管理など

・技能分野

庭木の手入れ、刃物研ぎ、

軽易な大工仕事など

■会員を募集しています

入会を希望される方は問

い合わせください。

地域の生活に密着した仕

事から店舗や事務所の仕事

問い合わせ／

（サ

たリーフレットを作成しま

ブロク）協定などを掲載し

革関連法に対応した

日から施行される働き方改

厚生労働省では、４月１

■「働き方」が変わります

☎︎２２‐１１５６

バー人材センター

公益社団法人稚内市シル

まで、出来る限り様々な

ニーズにお応えします。

・事務分野

受付事務、宛名書き、名

簿や書類の整理など

・サービス分野

家事援助、室内整理など

・一般作業分野

草取り、草刈り、屋内外

■ 障害年金無料相談会を開催します

☎︎２３‐６３９３

の清掃、引っ越しの手伝

■ シルバー人材センターはこんな仕事をしています

稚内市シルバー人材セン

ターは、会員に働く機会を

提供することを通じて、会

知らせするもので、請求

や車両の定置場所が変更

員の生きがいの充実や生活

高齢者の方の医療費を国民

増進に役立つ情報が記載

転出や転入により、住所
になった場合は、管轄地

の安定、また、地域社会の

用の本拠の位置」）の市町

区の登録機関で「車検証

発展や現役世代の下支えな

活用できます。
または、使用者に課税され

上の住所変更」の手続き

書ではありません。

ます。

域連合

該当する登録機関で手続き
を行ってください。

☎︎０１１‐２９０‐５６
０１

たとき（抹消登録）

・自動車を使用しなくなっ

■ 自動車税の住所変更をお忘れなく
自動車税は、４月１日現
在の登録に基づいて課税さ
れる税金です。

います。

どをすることを目的として

の皆さんで支え合う健康保

険制度です。
で医療費の明細書として
されています。

日 ）は ３ 月

年８月１日〜

年７月

を含む情報提供を受ける事

した。

また、各労働基準監督署

場所／総合文化センター

相談料／無料

札幌障害年金サポートセ
ンターでは、インターネッ

年度の自動車税納

ときは

平成

税通知書を確実にお届けす

ができます。
また、林地台帳及び地図

労働時間相談・支援コー

ナーで働き方改革への取り

相談担当者／

・社会保険労務士

組みをはじめとした相談を

ト環境がない方、遠方の事
務所等に相談に行くことが

山内俊英さん

札幌道税事務所自動車税
部にご連絡いただくか、道

難しい方に相談の機会を作

問い合わせ／

利用ください。

受け付けていますので、ご

税のホームページから自動

問い合わせ／

米澤典子さん

・特定社会保険労務士
るために、障害年金無料相
談会を開催します。
相談会では、専門家が分

札幌障害年金サポートセ

ンター（山内年金労務事

監督課

かりやすく説明します。ま
た、ご家族からの相談も受

務所）

１１

北海道労働局労働基準部
け付けています。

部

☎︎０１１‐７０９‐２３
日（土）
時

６４

☎︎０１１‐３０３‐４８
時〜

日時／３月
９７

☎︎０１１‐７４６‐１１

問い合わせ／
札幌道税事務所自動車税

能です。

車税の住所変更手続きが可

るために、３月中の手続き

・住所が変わったとき（変
・自動 車 を 売 買 し た と き
（移転登録）

更登録）

録手続きが必要です。

次の場合、運輸支局で登

■引っ越しで住所が変わっ

は、森林の土地の権利や所
はありません。
詳しくは問い合わせくだ
さい。
問い合わせ／
市農
 政課農林整備グルー
プ

☎︎
２３‐６４７６

たときなどは変更登録を

をお願いします。

■変更登録が間に合わない

■死亡した場合

を行ってください。

きが必要です。

該当する登録期間での手続

など変更があった場合は、

譲渡や廃車、市外へ転出

・健康診査など、健康保持、 村で４月１日現在の所有者

使用することができます。

※医療
 費控除の申告手続き

歳以上の一定の障がいの
医療費控除の申告に関す

歳 以 上 の 全 て の 方 と、

ある方で、広域連合の認定

・診療日数等に間違いがな

ることは、税務署にお問

いか確認しましょう。

を受けた方が対象です。
い合わせください。
問い合わせ／

所定の手続きがされていな

日までに

ループ

い場合は、現在登録されて

万が一、３月

通知の発送時期について
☎︎２３‐６４１１

■医療
 費通知を全受給者へ

高額介護合算療養費の歓

・市総合窓口課医療給付グ

どについてお知らせする
奨通知は、支給対象となる

■高額
 介護合算療養費勧奨

「医療費通知」
を、対象期間
方に、例年１〜２月に発送

送付しています

に医療機関等を受診した全
していましたが、平成

被保険者の医療費総額な

ての被保険者の皆さんに送
度 分（ 平 成

２９

いる所有者または、使用者

付しています。なお、通知
平成
３１

・北海道後期高齢者医療広

書の発行月は、毎年３月と
〜４月に発送予定です。

年

９月です。

２９

■４月から林地台帳制度がスタートします

３０

有の境界を確定するもので

３１

平成 年５月の森林法一
部改正により創設された林
地台帳制度が４月から運用
開始となります。
林地台帳は、森林の土地
の所有者や林地の境界に関
する情報などを市町村が整
備し、公表するものです。
申請により、林地台帳及
び地図の閲覧
（所有者情報

除く）
ができます。
所有者または森林経営計

画の認定を受けている者は、

申し出により、所有者情報

１５
３０

２８
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３１
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